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2013年2013年2013年2013年

日付 支部 テーマ 講師

6月27日 品川支部 「金融円滑化法終了の影響とその対応策」 鈴木

3月12日 武蔵野商工会議所 「金融円滑化法終了の対応セミナー」 鈴木

3月8日 北支部 「金融円滑化法終了の影響とその対応策」 鈴木

2月12日 中野支部 「金融円滑化法終了の影響とその対応策」

2012年2012年2012年2012年

日付 支部 テーマ 講師

11月26日 足立支部 金融円滑化法終了に向けた経営改善～失敗企業と成功企業の分岐点～ 真部

9月7日 豊島支部 不況下における金融機関との上手な付き合い方 鈴木

7月24日 足立支部 今日から始める！事業継承の課題整理と対応策 岩本

7月18日 台東支部 今日から始める！事業継承の課題整理と対応策 岩本

7月13日 品川支部 銀行と上手につきあう５つのポイント 鈴木

7月10日 北支部 今日から始める！事業継承の課題整理と対応策 真部

6月21日 世田谷支部 金融機関との上手なつき合い方 鈴木

2011年2011年2011年2011年

日付 支部 テーマ 講師

10月6日 世田谷支部 賃貸物件の空室リスク回避・収益改善のポイント 飯塚

7月19日 北支部 震災対応 真部

2010年2010年2010年2010年

日付 支部 テーマ 講師

11月18日 葛飾支部 年末事業資金融資相談会＆「金融円滑法の実態と事業計画作成のポイント」セミナー 鈴木

2009年2009年2009年2009年

日付 支部 テーマ 講師

6月23日 北支部 不況下における金融機関との上手な付き合い方 真部

6月12日 台東支部 企業再生の具体的手法と実務 岩本

2008年2008年2008年2008年

日付 支部 テーマ 講師

2月21日 墨田支部 不動産コンサルタントが薦めるこれからの墨田区の不動産活用セミナー 須田

1月18日 江戸川支部 企業再建事例大解説！復活への軌跡 宇野

2007年2007年2007年2007年

日付 支部 テーマ 講師

10月29日 台東支部 年末資金対策セミナー　～融資相談会も同時開催～ 宮崎

3月12日 千代田支部 ビルオーナーの資産戦略 須田

3月6日 江戸川支部 経営者が目指すべき企業 真部

2月5日 江戸川支部 自社得意先の与信管理について 鈴木

2006年2006年2006年2006年

日付 支部 テーマ 講師

11月13日 豊島支部 金融機関との上手な付合い方・交渉の仕方 真部

10月23日 豊島支部 企業評価をアップさせる財務体質改善のポイント 渡辺

10月17日 豊島支部 自社の企業評価に応じた資金調達の仕方 鈴木

3月16日 大田支部 経営改善事例 河合

3月7日 大田支部 「経営者の心得～岐路に立つ経営者」 安藤

2月16日 江戸川支部 企業再生の具体例と実務 真部

1月26日 江戸川支部 経営改善の実践的手法 渡辺

2005年2005年2005年2005年

日付 支部 テーマ 講師

12月8日 江戸川支部 売上倍増！中小企業のためのマーケティング基礎講座 須賀

11月17日 江戸川支部 戦略的経費削減方法～業務リストラ編～ 吉岡

11月14日 大田支部 経営改善計画書作成の実務と活用法 渡辺

11月7日 大田支部 財務体質改善のポイント～事例からの解決策～ 真部

10月19日 江戸川支部 自社の企業分析手法とその活用法～事業リストラ編～ 宮崎

10月13日 大田支部 金融機関から見た企業評価のポイント～金融機関との交渉術～ 鈴木

9月15日 江戸川支部 バランスシートの改善方法～財務・リストラ編～ 春田

2月1日 品川支部 キャシュフロー管理による財務格付け自己診断の方法 真部

1月19日 中野支部 ペイオフ全面解禁を控えた企業の取り組みについて 真部

2004年2004年2004年2004年

日付 支部 テーマ 講師

12月8日 杉並支部 自社の現状認識とその対応策 真部

11月11日 豊島支部 企業分析セミナー 宮崎

10月13日 豊島支部 ビルオーナーセミナー 飯塚

10月12日 江東支部 再建事例研究 真部

10月6日 葛飾支部 不動産流動化セミナー 管

10月5日 江東支部 事業再構築の手法 河合

9月28日 江東支部 キャッシュフロー管理経営の意義と基礎知識 三好

【東京の商工会議所等】【東京の商工会議所等】【東京の商工会議所等】【東京の商工会議所等】

1 CRC企業再建・承継コンサルタント協同組合



9月22日 港支部 資産価値と流動化（資金化）の実際 真部

9月21日 江東支部 自社の現状認識とその対応策 真部

9月21日 江戸川支部 再建事例研究 真部

9月15日 中央支部 自社の現状認識とその対応策 真部

9月14日 港支部 自社の現状認識とその対応策 真部

9月9日 板橋支部 事業再構築の手法 河合

9月3日 台東支部 会社の勝ち残りをかけた企業改善計画はこうして作る 高山

8月24日 板橋支部 銀行から見た企業の評価と自主的な経営改善・革新の手法 真部

7月13日 練馬支部 ビルオーナーのための経営改善セミナー 真部

7月9日 台東支部 強い会社のつくりかた 河合

7月2日 新宿支部 自社の現状認識とその対応策 真部

7月1日 北支部 経営者の皆さん～今こそ意識改革を 宮崎

6月29日 台東支部 自社の現状をふまえた銀行との上手な付き合い方 真部

6月22日 台東支部 中小企業「復活の軌跡」 真部・金森

3月24日 大田支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 真部

3月22日 杉並支部 戦略的経費削減の勧め 吉岡

3月18日 江戸川支部 再建事例研究 真部

3月9日 江東支部 小規模ビル経営改善支援セミナー 真部

3月23日 八王子商工会議所 戦略的経費削減の勧め 吉岡、真部

3月10日 新宿支部 再建事例研究 真部、河合

2月19日 江戸川支部 法的再建と私的再建②実例 中務

2月10日 江東支部 再建事例研究 真部

2月3日 品川支部 会社の点数を上げる為に今すぐ出来ること 真部

1月28日 葛飾支部 資産承継と事業承継の違いと考え方 真部

1月15日 江戸川支部 法的再建と私的再建①基礎知識 柏尾

2003年2003年2003年2003年

日付 支部 テーマ 講師

12月18日 江戸川支部 キャッシュフロー管理経営の意義と基礎知識② 三好

11月20日 江戸川支部 キャッシュフロー管理経営の意義と基礎知識① 三好

10月21日 台東支部 中小オフィスビルの収益改善セミナー 真部

10月16日 江戸川支部 事業再構築の手法②

10月2日 台東支部 再建事例研究 真部

9月26日 台東支部 今後の金融機関の動向及び対応 宮崎

9月25日 台東支部 取引先が法的・私的整理になった場合の対処法

9月24日 墨田支部 事業再構築の手法 真部

9月18日 江戸川支部 事業再構築の手法① 河合

9月18日 台東支部 事業再構築の手法 河合

9月16日 千代田支部 再建事例研究 真部

9月11日 台東支部 再建事例研究 真部

8月25日 千代田支部 事業再構築の手法 河合

7月28日 千代田支部 中小オフィスビルの収益改善セミナーⅡ 飯塚

7月22日 千代田支部 キャッシュフロー管理経営の意義と基礎知識 三好

7月16日 江戸川支部 戦略的経費削減計画の勧め 吉岡

7月15日 台東支部 経営再建計画書作成の実務 吉岡

7月14日 千代田支部 中小オフィスビルの収益改善セミナーⅠ 飯塚

7月8日 台東支部 キャッシュフロー経営の考え方と実践 三好

6月24日 台東支部 金融機関との上手な交渉方法と新たな資金調達策 真部

6月19日 台東支部 負債３００億からの生還 高山

6月18日 江戸川支部 資産承継と事業承継の違いと考え方 池亀

6月16日 千代田支部 バランスシートからの資金調達法 真部

5月19日 千代田支部 戦略的経費削減計画の勧め 吉岡

5月15日 江戸川支部 バランスシートからの資金調達法 真部

4月21日 千代田支部 資産承継と事業承継の違いと考え方 池亀・真部

4月17日 江戸川支部 金融機関から見た企業評価と再建計画書作成のポイント 島田

3月18日 新宿支部 金融機関から見た企業評価と生き残りの処方箋 島田

3月18日 江東支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

3月14日 本部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

3月6日 文京支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

2月24日 品川支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田、真部

2月19日 江戸川支部 法的再建と私的再建②基礎知識 赤羽

1月15日 江戸川支部 法的再建と私的再建①基礎知識 赤羽

2002年2002年2002年2002年

日付 支部 テーマ 講師

12月10日 北支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田、真部

12月4日 葛飾支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

11月19日 千代田支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

11月13日 墨田支部(墨田区後援) 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

10月29日 豊島支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田、真部

10月11日 中野支部 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

10月3日 台東支部(台東区共催) 金融機関から見た企業評価と企業生き残りの処方箋 島田
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2014年2014年2014年2014年

日付 商工会議所 テーマ 講師

10月16日、17日 福岡県商工会連合会 　商工会職員階層別研修（経営指導員コース） 寺岡

9月18日、19日 福岡県商工会連合会 　商工会職員階層別研修（経営指導員コース） 寺岡

5/23、6/6,20、7/4,18 小浜商工会議所 　経営力レベルアップ講座 寺岡、宝徳、飯塚、真部

2月10日 三郷商工会議所 　再生支援能力強化研修 岩本

1月22日、2月4日 大阪商工会議所 　経営実施計画策定の実務 渡辺

2013年2013年2013年2013年

日付 商工会議所 テーマ 講師

11月14日 日本商工会議所 企業再建と企業承継の提案～実行 真部

8月27日 大阪商工会議所 小規模事業者のための再生支援 真部

3月27日 広島商工会議所 平成25年税制改正大綱と資産承継術 真部・岩本

3月15日 北九州商工会議所 金融円滑化法終了の影響とその対応 真部

2月25日 岡山商工会議所 金融円滑化法終了に向けた経営改善　～失敗企業と成功企業の分岐点～ 岩本

2月15日 熊本商工会議所 金融円滑化法終了に向けた経営改善　～失敗企業と成功企業の分岐点～ 岩本

2月7日 松江商工会議所 金融円滑化法終了に向けた経営改善　～失敗企業と成功企業の分岐点～ 岩本

2月6日 米子商工会議所 金融円滑化法終了に向けた経営改善　～失敗企業と成功企業の分岐点～ 岩本

1月31日 甲賀市商工会 金融機関との上手な付き合い方　～金融円滑化法終了の影響とその対応策 真部

1月16日 長崎商工会議所 【経営支援セミナー】銀行との上手な付き合い方 真部

2012年2012年2012年2012年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月13日 福岡商工会議所 円滑化法と出口戦略 真部

12月6日 蕨商工会議所 金融機関との上手な付き合い方 真部

11月26日 松本商工会議所 金融円滑化法終了に向けた経営改善～失敗企業と成功企業の分岐点～ 岩本

2011年2011年2011年2011年

日付 商工会議所 テーマ 講師

7月12日 鹿児島商工会議所 資金繰り改善の実務 真部

6月16日 熊谷商工会議所 　事例に学ぶ！失敗企業と成功企業の分岐点 岩本

5月20日 鹿児島商工会議所 資金繰り改善の実務～成功事例に学ぶ効果的なキャッシュフロー向上策～ 真部・古木

2010年2010年2010年2010年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月9日 金沢商工会議所 金融円滑化法対応　金融機関との付き合い方と事業再建 真部・古木

11月18日 金沢商工会議所 事業承継の考え方概論と承継診断(事例多し) 真部・木村

11月5日、16日、26日 宮崎商工会議所 事業承継・再建講座決定版！ 真部・谷口・廣瀬・岡部

12月9日 金沢商工会議所 金融円滑化法による経営改善と経営幹部登用 真部・古木

11月26日 宮崎商工会議所 承継講座３回シリーズ　第３回 真部・谷口

11月18日 金沢商工会議所 事業承継の考え方　概論と承継診断 真部・木村

11月16日 宮崎商工会議所 承継講座３回シリーズ　第２回 廣瀬・岡部

11月5日 宮崎商工会議所 承継講座３回シリーズ　第１回 真部・岡部

10月27日 桑名商工会議所 意外と知らない自分の会社～ヒト・モノ・カネから見つめなおす～ 真部

9月17日 藤枝商工会議所 元気が出る経営改革と経営者の役割 真部

2月23日、24日 金沢商工会議所 製造業の基本知識から改善提案の方法について 西川

2月19日 和歌山商工会議所・再生協 元気が出る経営改革と経営者の役割 真部

1月19日、22日 滋賀県商工会連合会 不況の時代を生き抜くための企業再建の事例研究 渡辺

2009年2009年2009年2009年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月2日 金沢商工会議所 現在の経済環境の中の企業経営 真部・村田

10月10日、21日、31日 下関商工会議所 企業再生・事業再生の実際 真部

10月23日 大和商工会議所 会社と経営者の危機管理 鈴木（隆）

8月25日、10月15日 埼玉県商工会連合会 融資の審査はここを見る 鈴木（隆）

7月6日 北九州商工会議所 中小企業のための企業承継セミナー 真部

6月30日 小田原箱根商工会議所 不況下における金融機関との上手なつき合い方 鈴木（隆）

2月19日 和歌山商工会議所・再生協 戦略的経費削減のすすめと事業再構築 真部

1月30日 九州商工会議所 企業再生手法 真部

2008年2008年2008年2008年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月5日 滋賀県商工会連合会 企業再生手法 宮崎

12月1日 滋賀県商工会連合会 企業再生手法 宮崎

11月19日 岩室商工会 事業承継セミナー 河合

10月28日、29日 鹿児島商工会連合会 経営承継と事業承継 河合

10月2日 佐賀県商工会議所連合会 事業承継セミナー 真部

9月29日 宇都宮商工会議所 事業承継セミナー 河合・大藤

9月1日、2日、11日、12日 鹿児島県商工会連合会 事業承継セミナー 真部、河合、岩本

8月1日 北九州商工会議所 承継セミナー 真部

3月19日 北九州商工会議所 戦略的経費削減のすすめ 真部

2007年2007年2007年2007年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月14日 大分商工会議所 中小企業が成功する『承継』セミナー 真部

11月6日 徳島県商工会連合会 事業承継のために何をなすべきか 真部

【日本商工会議所(東京以外)等】【日本商工会議所(東京以外)等】【日本商工会議所(東京以外)等】【日本商工会議所(東京以外)等】
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8月3日 東大阪商工会議所 正しい『経営承継』の考え方進め方 河合
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2006年2006年2006年2006年

日付 商工会議所 テーマ 講師

7月28日 京都商工会議所 渋沢栄一5代目が語るリーダーシップ継承論 真部・渋沢・河合

2005年2005年2005年2005年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月8日 盛岡商工会議所 事業再構築の実際と具体的手法 真部

11月28日 いわき商工会議所 銀行から見た企業の評価と自主的な経営改善・革新の手法 真部

10月13日 京都商工会議所 旅館・ホテル業再生のシナリオ 小林

9月16日 山口商工会議所 戦略的経費削減計画のすすめ 真部

6月23日 京都商工会議所 業種別・事業復活への道～製造業～ 吉岡

4月21日 京都商工会議所 業種別・事業復活への道～卸・小売業～ 宮崎

3月22日 川崎商工会議所 本物の企業再生とは 真部

2月18日 会津若松商工会議所 建設・不動産の中心！経営改善の原則 宮崎

3月18日 熊谷商工会議所 経費削減計画の進め方 河合

2月24日 京都商工会議所 金融機関との上手な付き合い方 真部

2月18日 会津若松商工会議所 企業再生の具体例と実務 宮崎

2月2日 東大阪商工会議所 経費削減計画の進め方 河合

1月14日 鹿屋商工会議所 戦略的事業承継と経営革新について 真部

2004年2004年2004年2004年

日付 商工会議所 テーマ 講師

12月9日 京都商工会議所 業種別経営改善の手法と実例（2） 吉岡・加藤

10月14日 京都商工会議所 業種別経営改善の手法と実例（1） 真部・宮崎

8月5日 京都商工会議所 中小企業の新事業展開、経営革新の発想法習得 土井・宮崎

7月6日 網走商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 真部

6月23日 京都商工会議所 公的資金及び民間資金の戦略的活用法 澤村・真部

4月23日 三条商工会議所 儲かる会社にするための経営計画書の作り方実践セミナー 吉岡

4月22日 京都商工会議所 業績V字回復の軌跡 金森・安田

3月22日 堺商工会議所 誰が継ぐのか！この時代の事業承継 河合

3月22日 高崎商工会議所 会社再構築のポイント 真部

3月18日 堺商工会議所 企業再建の考え方と具体的方法 河合

2月26日 京都商工会議所 粉飾決算の見分け方 播磨・河合

2月26日 富士宮商工会議所 経営再建計画書作成の実務 吉岡

2月18日 旭川商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 真部

2月17日 小樽商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 真部

2月12日 鹿児島商工会議所 業績V字回復の軌跡 真部・金森

1月29日 長崎商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 真部

1月22日 三条商工会議所 戦略的経費削減のすすめ 吉岡

2003年2003年2003年2003年

日付 商工会議所 テーマ 講師

7月17日 仙台商工会議所 バランスシートからの資金調達法と戦略的経費削減 真部・吉岡

7月12日 京都八木町商工会議所 中小企業の経営改善セミナー 河合

7月10日 日本商工会議所 商工調停士研究会研修(九州)　事業再構築 真部

7月3日 日本商工会議所 商工調停士研究会研修(関東)　事業再構築 真部

6月27日 福島商工会議所 企業再建の可能性の見極め方 宮崎

6月12日 日本商工会議所 商工調停士研究会研修(関西)　事業再構築 河合

3月19日 日本商工会議所 各地商工会会頭専務理事等研修企業再生ビジネスについて 真部

3月7日 仙台商工会議所 金融機関から見た会社分類とキャッシュフロー経営 島田・真部

3月5日 福岡商工会議所 金融機関から見た企業評価と経営計画書の作り方 島田

2月3日 大宮商工会議所 企業再建の可能性の見極め方 宮崎

1月22日 三次商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

2002年2002年2002年2002年

日付 商工会議所 テーマ 講師

11月18日 浦和商工会議所 金融機関から見た企業評価と企業生き残りの処方箋 島田

11月7日 大宮商工会議所 金融機関から見た企業評価と企業生き残りの処方箋 島田

10月25日 八王子商工会議所 金融機関から見た会社分類と事業計画について 島田

中長期業再建の具体的進め方 真部

金融機関から見た再建計画の作り方 島田

債権者を説得する再構築計画書作成のポイント 島田

がんばれ中小企業!!儲かる体質作りの勧め 喜田

負債300億円からの生還 高山

ペイオフとその対応 伊藤

ペイオフ時代の経営戦略～キャッシュフロー管理経営～ 三好

ペイオフ時代の経営戦略～資産戦略～ 真部

3月18日 青森商工会議所

7月31日 名古屋商工会議所

3月19日 秋田商工会議所
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2014年2014年2014年2014年

日付 主催者 テーマ 講師

8月23日 神奈川県中小企業診断協会 　中小企業診断士登録更新研修 理論政策研修 寺岡

8月19日～22日 全国信用組合中央協会 　コンサルティング機能強化講座 寺岡、真部

2月4日 第二地方銀行協会 　再生支援能力強化研修 野澤、加藤

1月28日～30日 中小企業大学校 　企業再生支援の進め方 山﨑、高橋、西川

1月23日、24日 全国信用金庫協会 　中小企業経営支援コンサルティング講座 寺岡

2013年2013年2013年2013年

日付 主催者 テーマ 講師

12月4日～6日 全国信用金庫協会 　不動産賃貸業の経営支援力強化研修 真部・飯塚・渋井・鈴木

11月9日 (公財)日本賃貸住宅管理協会宮城県支部 賃貸住宅の住環境向上セミナー（通称：ｵｰﾅｰｾﾐﾅｰ) 飯塚

9月30日 神奈川県中小企業診断協会 中小企業施策～失敗に学ぶ中小企業成功と失敗の分岐点～ 岩本

9月3日～5日 中小企業大学校 企業再生支援の進め方 山﨑、高橋、西川

7月27日 神奈川県診断協会 コンサルティング機能強化について 染谷・鈴木

7月8日～12日 全国信用組合中央協会 企業再建コンサルティングの進め方 真部

5月25日 東京都中小企業診断士協会 ポスト円滑化法下における事業再生計画策定と金融機関対応の実務 真部

5月11日 神奈川県中小企業診断協会 中小企業施策 真部

3月18日 （社）東京中小企業診断協会 再生型M&Aの活用手法 真部・岩本

3月5日 静岡県中小企業団体中央会 事業承継 岩本

2月21日・22日 協会 再生支援能力強化練習 真部、石井、時任

1月24日・25日 協会 出口戦略と再建計画書の策定支援 真部・寺岡

1月12日 神奈川県中小企業診断協会 中小企業施策 真部

2012年2012年2012年2012年

日付 主催者 テーマ 講師

12月6～8日 協会 不動産賃貸業の経営支援力強化研修 真部・飯塚・荒井・渋井・鈴木（隆）・飯塚

9月29日 神奈川県中小企業診断協会 中小企業施策～失敗に学ぶ中小企業成功と失敗の分岐点～ 岩本

7月24日-26日 中小企業大学校 企業再生支援の進め方 山崎、高橋(孝)、西川

7月22日 (社)中小企業診断協会神奈川県支部 再生入門 染谷・鈴木

7月6日 大阪診断士協会勉強会 企業再生研究会 岩本

4月25日、5月16日、6月6日,20日 横浜市技能文化会館 簿記のキホン 鈴木（隆）

4月4日、5月23日、6月27日 横浜市技能文化会館 財務諸表の見方 鈴木（隆）

2月21日 事業再生の事例に学ぶ～成功事例・失敗事例の研究～ 真部、パネラー

2月6日 　再生支援能力強化研修（事例研究講座） 真部・山岸

1月25日～27日 　不動産賃貸業の経営支援力強化研修
真部・飯塚・谷内田・平川・北山・渋井・鈴木

2月9日 横浜市技能文化会館 銀行との上手な付き合い方 鈴木（隆）

1月25日 横浜市技能文化会館 簿記のキホン 鈴木（隆）

1月18日･2月15日 横浜市技能文化会館 財務諸表の味方 鈴木（隆）

1月14日 (社)中小企業診断協会神奈川県支部 公的支援事業による小規模企業の再生支援 覚張

1月12日 (社)中小企業診断協会神奈川県支部 中小企業診断士登録更新研修 理論政策研修 真部

2011年2011年2011年2011年

日付 主催者 テーマ 講師

11月12日 (社)中小企業診断協会神奈川県支部 金融円滑化法下の金融機関対応 鈴木

11月9日 東大阪中小企業振興会 事業承継のための経営戦略・財務改善セミナー 小野

10月15日 (社)中小企業診断協会神奈川県支部 中小企業の企業再生 西川

7月26～28日 中小企業大学校 　企業再生支援の手法 山崎、瀧日、西川

3月8日 鳥取県中小企業再生支援協議会 金融円滑化法への対応：貸出条件緩和先の二次破綻と事業再生をめぐる諸問題 真部

3月2日～4日 協会 不動産賃貸業の支援 真部、飯塚、瀧日、渋井

2010年2010年2010年2010年

日付 主催者 テーマ 講師

10月13日 世田谷区役所 承継と再生関連 岩本

8月4日 全国信用組合中央協会 企業再建コンサルティングの進め方 真部

7/27～29日 中小企業大学校 企業再生支援の進め方 山崎・春田・山岸一

7月3日 静岡県中小企業団体中央会 事業承継税制改正のポイントと事業承継の円滑化について 岩本

3月2日 真部・小野・飯塚

3月3日 瀧日・谷内田・鈴木隆

3月4日 飯塚

2月24日 静岡県中小企業団体中央会 事業承継税制改正のポイントと事業承継の円滑化について 岩本

2月12日 鹿児島県中小企業団体中央会 元気が出る経営改革と経営者の役割 真部

2009年2009年2009年2009年

日付 主催者 テーマ 講師

11月14日 静岡県中小企業団体中央会 事業承継について 岩本

11月6日 (財)日本経営者協会 企業再建の具体的な実例と実務 真部

10/20～22日 中小企業大学校 企業再生支援の進め方 山崎・春田・山岸一

9月8日 (社)日本住宅建設産業協会 不況下における金融機関との上手な交渉術 真部

9月5日 中小企業診断協会大分県支部 中小企業の再生支援 真部

8月4日 中小企業大学校 企業再生支援の進め方 樋口・瀧日・西川

7月29日 神奈川県建設業協会県央支部 不況下の金融機関との上手なつき合い方 鈴木（隆）

6月10日 日本経営者協会 印刷業界！不況下における経営改善の具体的秘策！ 渡辺

4月13日 （社）日本下水道管路管理業協会 資金調達の具体的方法 鈴木（隆）

全国信用金庫協会

全国信用金庫協会

【公的機関等】【公的機関等】【公的機関等】【公的機関等】

不動産賃貸事業支援
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2008年2008年2008年2008年

日付 主催者 テーマ 講師

12月1日 山口県中小企業団体中央会 企業承継の考え方と実務 河合

11月10日 社団法人全国賃貸住宅経営協会 不動産業の再生と経営手法について 真部

11月26日 鹿児島中央会地域力連携拠点 再生の切り口 真部

10月23日 中小企業大学校 企業再生支援の実務（２） 西川・春田・山崎

10月2日 佐賀法人会 承継について 真部

9月19日 静岡県中小企業団体中央会 事業承継セミナー 岩本

7月17日 中小企業大学校 企業再生支援の実務（１） 西川・春田・山崎

7月4日 中小企業大学校 中小企業の再生支援 宮崎

7月2日 京都信用保証協会 事業承継について 真部

5月26日、27日 中小企業大学校 企業経営の視点から「承継」を考える 河合

3月22日 仙台弁護士会日本弁護士連合会 中小企業が成功する「承継」戦略と法律相談会 河合、真部、大藤

2月28日 志太榛原地域市場統合整備協議会 青果市場の統合、再編に係る企業再建・承継コンサルタント協同組合の事業内容 渡辺、岩本

2月13日 (社)福岡県中小企業経営者協会 企業承継の考え方と実務について 真部

2月6日 中小企業基盤整備機構　関東支部 事業承継関連実務家研修 宮崎、山岸

2007年2007年2007年2007年

日付 主催者 テーマ 講師

11月27日 静岡県産業部 平成19年度地方卸売市場経営指導相談会 岩本

11月21日 鳥取県中小企業団体中央会 中小企業が成功する『承継』戦略 真部

2007/11/29～31 中小企業大学校 企業再生支援の研修 西川・池亀・樋口

9月28日 （社）静岡県青果市場連合 卸売市場経営相談会 渡辺、岩本

8月28日 （社）静岡県青果市場連合 手数料自由化を踏まえた経営改革と企業承継について 真部・岩本

7月10日 中小企業大学校 企業の私的整理と法的整理 山崎・池亀・山岸一

7月9日 中小企業基盤整備機構九州支部 中小企業の再生支援 宮崎

7月7日 新潟県中小企業再生支援協議会 企業再生・経営革新セミナー 真部

6/29・7/6・7/11 東京都産業労働局 東京都情報連絡会議「中小企業の企業承継について」 福井

3月13日 (財)東京都中小企業振興公社 中小企業の事業承継（M＆A）セミナー 真部

3月6日 （財）東京都中小企業振興公社 経営者が目指すべき企業 飯塚、谷田部、平川、真部

2月27日 （財）東京都中小企業振興公社 正しい会社の継ぎ方 真部

2/9・2/16 （財）東京都中小企業振興公社 新会社法の落とし穴と会社発展のための活用法 河合

1月30日 （財）東京都中小企業振興公社 意識改革を柱とした企業再建 福井

2006年2006年2006年2006年

日付 主催者 テーマ 講師

12月19日 （財）東京都中小企業振興公社 ジャストインタイム導入を柱とした企業再建実例 福井

11月28日 （財）東京都中小企業振興公社 相続と事業承継 平川

11月14日 （財）東京都中小企業振興公社 新会社法”５つの罠”と戦略的活用法 河合

10月24日 （財）東京都中小企業振興公社 資産リストラと資産調達 飯塚

10月19日 中小企業大学校 「企業再生支援の手法Ⅱ　～経営改善による再生手法～」 岩開、橋本

10月18日 中小企業大学校 「企業再生支援の手法Ⅰ　～財務による再生手法～」 岩開、橋本

10月17日 中小企業大学校 企業の私的整理と法的整理（東京） 岩開、橋本

9月26日 （財）東京都中小企業振興公社 企業再建と再建実例 宮崎

8月22日 （財）東京都中小企業振興公社 新会社法と経営承継 河合

7月25～27日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（東京） 恩田、山崎、西川

7月20日 東北経済産業局 北海道・東北ブロック中小企業再生支援協議会連絡会議 河合

3月7日 （財）東京都中小企業振興公社 中小企業の事業承継(浜松) 河合

2005年2005年2005年2005年

日付 主催者 テーマ 講師

11月17・18日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（仙台） 宮崎・真部

11月17日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（旭川） 南都

10月20・21・24日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（東京） 樋口・瀧日・渡辺

4月22日 東京中小企業家同友会 中小企業地域再生支援担当者研修（東京） 真部・錦織

2月18日 （財）東京都中小企業振興公社 中小企業のためのマーケティング基礎研修 須賀

2004年2004年2004年2004年

日付 主催者 テーマ 講師

12月16日 青森市役所 中小企業経営革新等支援実務研修 真部

11月18･22･25･29日 （財）東京都中小企業振興公社 中小企業のための経営意識改革セミナー 真部

11月15・16日 中小企業大学校　 中小企業地域再生支援担当者研修（仙台) 真部

11月16日・17日 中小企業大学校仙台 事業再構築の実際と具体的手法 真部

10月13日 全国中小企業団体中央会 再建計画策定支援のポイント 真部

7月6日 東京同友会千代田支部 一年で儲かる会社にしようじゃないか 吉岡

3月13日 企業再生やまぐち協同組合 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 真部

3月4・5日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（栃木) 宮崎・真部

2月18・19日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（福島) 宮崎・菅家・真部

1月26・27日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（秋田) 河合・安田・真部

1月20・21日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（徳島) 大藤・小林・三好・加藤

2003年2003年2003年2003年

日付 主催者 テーマ 講師

7月30・31日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（山形) 吉岡・三好・真部・河合

7月17・18日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（岡山) 宮崎・河合

6月3・4日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（福岡） 宮崎・三好・真部・河合

6月23・24日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（仙台） 三好・真部・河合

6月19・20日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（香川） 宮崎・三好・石原・小林

5月15・16日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（大分） 宮崎・三好・真部・河合

5月12・13日 中小企業大学校 経済産業省四国経済産業局担当者研修 島田・真部

3月6・7日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（京都） 三好・河合

3月17・18日 中小企業大学校 中小企業地域再生支援担当者研修（大阪） 島田・三好・真部・河合

2月7日 埼玉県宅建業協会 不動産業の再生と経営手法について 真部
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2014年2014年2014年2014年

日付 金融機関 テーマ 講師

10月25日 銀行（長野） 　ＴＡＡ検定試験対策自主研修会 宮崎

9月9日、10日 信用金庫（兵庫） 　コンサルティング機能強化講座 寺岡

7月25日 銀行（東京） 　事業再生支援の考え方とポイント 寺岡

7月24日 信用金庫（東京） 　企業診断力のスキルアップ（建設業） 渡辺

5月21日、7月2日、23日 銀行（宮城） 　企業再生再建支援強化セミナー 寺岡

7月5日、19日 信用金庫（福井） 　我々を取り巻く環境の変化と地域金融機関の果たすべき役割 寺岡

7月17日 信用金庫（奈良） 　事業再生コンサルティング 真部

7月15日 信用金庫（千葉） 　事業承継セミナー 染谷

7月11日 信用金庫（大阪） 　出口戦略対応コンサルティング講座 寺岡

7月9日、10日 信用金庫（兵庫） 　コンサルティング機能強化講座 寺岡

5月27日 信用金庫（愛知） 　事業承継セミナー 岩本

5月2日 信用金庫（北海道） 　中小企業を評価する着眼点 寺岡

4月26日 銀行（長野） 　ＴＡＡ検定試験対策自主研修会 宮崎

2月22日 銀行（宮城） 　事業再生コンサルティング 寺岡

1月25日 信用金庫（滋賀） 　事業再生・承継の動向と収益改善事例 真部・宝徳・渡邊・佐伯

1月9日 信用金庫（鹿児島） 　事業承継の成功戦略 真部

1月9日 信用金庫（埼玉） 　不動産収益改善のポイント（ＡＰ受託） 飯塚

2013年2013年2013年2013年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月23日 銀行（島根） 　建設業の事業再生と目利き能力向上 野澤

11月22日 銀行（北海道） 　支店長向け事業承継研修 真部・寺岡・山北・佐橋

11月16日 信用金庫（千葉） 　不動産収益改善のポイント 飯塚・藤井

10月26日 銀行（長野） 　ＴＡＡ検定試験対策自主研修会 宮崎

7月20日 銀行（長崎） 旅館再生とＴＡＭ登用 真部・岩本

7月13日 信用組合 コンサルティング機能強化について 寺岡

6月15日 信用金庫（千葉） 事業承継セミナー 染谷

5月26日 信用金庫（兵庫） 　出口戦略に関するセミナー 寺岡

4月10日 協会（島根） 事業承継セミナー 真部

2012年2012年2012年2012年

日付 金融機関 テーマ 講師

7月14日 銀行(埼玉) 　企業再生支援人材育成勉強会 岩本

7月13日 銀行(大阪) 　コンサルティング機能強化について

7月11日 信用金庫（千葉） 　事業継承セミナー 染谷

5月26日 信用金庫（兵庫） 　出口戦略に関するセミナー 寺岡

2011年2011年2011年2011年

日付 金融機関 テーマ 講師

11月19日 信用金庫（鹿児島） コンサルティング機能の発揮の意義と役割（2） 真部

9月17日 信用金庫（鹿児島） コンサルティング機能の発揮の意義と役割（1） 真部

7月23日 信用金庫（北海道） オーナーのための空室リスク対策とB/K対策（行員向け） 飯塚・真部

7月6日 信用金庫（千葉） 事業承継セミナー 染谷

6月14日 信用金庫（千葉） 空室対策セミナー 真部

4月26日 信用金庫（北海道） 収益（空室）改善　不動産業支援セミナー 真部、西川

3月18日 信用金庫（京都） 収益（空室）改善　不動産業支援セミナー 真部、森田

2月16日 協会(東京) 賃貸物件の空室リスク回避 飯塚

1月19日 銀行（静岡） 事業承継の進め方 岩本

2010年2010年2010年2010年

日付 金融機関 テーマ 講師

10月19日 協会 不動産業の再生支援 真部

9月8日 信用金庫(千葉） わかりやすい事業承継とＭ＆Ａセンター 真部

8月26日 信用金庫(兵庫) 不動産オーナーのための空室リスク回避・収益改善のポイント 真部

7月8日 信用金庫（千葉） 生産現場改善のヒント 野添

4月2日 信用金庫 ２世会向けセミナー 古木

3月12日 信用金庫(福井) 承継セミナー 河合

2009年2009年2009年2009年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月7日 協会 CRCの専門家ネットワークで対応する、スキーム型再生事例 真部

10月22日 協会 再生支援講座 真部

10月20日 銀行（北海道） 元気が出る経営改革と経営者の役割 真部・古木

10月3日 信用金庫(福井) 企業承継の考え方と実務、専門家の支援とは 河合

9/3・9/4 協会 コミュニティビジネス＆創業支援講座 西川

8月5日 協会 企業再建コンサルティングの進め方 真部

7月22日 信用金庫（滋賀） 第7回　経営革新セミナー 河合

7月14日 信用金庫（群馬） 金融機関担当者が知っておくべき企業再建のプロセスとポイント 宮崎・真部

7月8日 信用金庫（千葉） 金融機関担当者が知っておくべき企業再建のプロセスとポイント 宮崎・真部

6月25日 銀行(静岡) 事業承継講座 岩本

6/11・6/12 信用金庫（岐阜） 中小企業経営アドバイス講座 河合

2/13・2/16・2/20 銀行（千葉） 運輸業の特性・再生のポイント 宮崎

【金融機関】【金融機関】【金融機関】【金融機関】
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2008年2008年2008年2008年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月6日 信用金庫（静岡） 企業再生と企業承継 真部

12月4日 協会 中小企業における事業承継の考え方と実務 真部

10月23日 協会 企業再生支援講座 真部

9月27日 銀行(福島） 事業承継について 岩本

8月5日 協会 企業再建コンサルティングの進め方 真部

7/8～11・15日 銀行(千葉） 建設業の動向と再生支援のポイント 西川

2月18日、5月22日、23日 協会 業種別特性と再生支援のポイント／事例で学ぶ業種別再生支援 渡辺・宮崎

1月19日 信用金庫(兵庫) （社内講演）「承継」について 真部

2007年2007年2007年2007年

日付 金融機関 テーマ 講師

11月19日 信用金庫(東京) 財務諸表の見方と事例検証 山岸、鈴木

10/17・10/18 銀行(愛知） 中小企業経営支援研修 河合

10月11日 協会 中小企業経営支援力増強講座「事業承継」 真部

10月2日 協会 企業再生支援実践講座 真部

7月3日 信用金庫(東京) 中小企業の事業承継セミナー 真部

6/7・6/8 協会(岐阜) 中小企業再生支援実務 河合

6月5日 信用金庫(東京) 中小企業の事業承継 真部

5月29日 協会 「企業支援の進め方と留意点」 真部

5月16日 協会 企業再建コンサルティングの進め方 真部

3月16日 信用金庫(東京) 企業再生支援講座 谷内田

2月21日 銀行(愛知） ランクアップ研修 河合

2006年2006年2006年2006年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月4日 金融公庫(東京) 平成18年度　事業再生スペシャリスト研修 宮崎

7月6日～11月23日　計5回 協会 経営相談、経営支援の具体的手法 吉岡、真部

7月5日 信用金庫 事業運営の仕組の把握と企業力評価の実務 宮崎

6/9・6/17・7/29 信用金庫(岐阜） 事業再生支援基礎講座 河合

6/8・6/9 信用金庫(岐阜) 中小企業再生支援実務研修 河合

6月6日～7日 銀行(愛知） ランクアップ研修 河合

5月30日 協会 企業再生支援実践講座｢企業支援の進め方と留意点｣ 真部

5月25日 協会 経営相談、経営支援の具体的手法 吉岡

5月24日 協会 事業運営の仕組の把握と企業力評価の実務 宮崎

4月18日 協会 「企業支援の進め方と留意点」 真部

4月11日 銀行(栃木） 経営改善の実践的手法 真部

3月11日 銀行(東京) 「融資アナリストスクーリング」 土井

3月4日 信用金庫(岐阜) 「事業再生基礎研修」 河合

3月4日 銀行(東京) 「融資アナリストスクーリング」 土井

2月23日 銀行(東京) 技術の目利き 土井

2月21日 銀行(愛知） 「ランクアップ研修」 河合

2月20日 銀行(愛知） 「ランクアップ研修」 河合

1月19日 信用金庫(滋賀） 21世紀型リーダーシップ 大竹

2005年2005年2005年2005年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月1日 協会 事業再生支援と専門知識 真部

11月26日 銀行（愛媛） 建設業・実践実例研究 鈴木

11月12日 信用金庫(新潟） 経営改善支援セミナー 土井

11月11日 信用金庫(新潟) 経営改善支援セミナー 土井

11月2日、3日 協会 経営相談、経営支援の具体的手法 吉岡、宮崎

10月22日 銀行(岩手) ＪＣＦＯスクーリング 河合

10月22日 銀行(東京) 経営改善型自主再建の進め方 真部

10月20日、21日 信用金庫(鹿児島) 中小企業再生・支援講座 吉岡、真部

10月17日～19日 信用金庫(兵庫) 企業再生支援研修 真部

10月8日 協会(兵庫) 再生実例ロールプレー研修 河合

9月7日、8日 協会 経営相談、経営支援の具体的手法 吉岡

8月20日 銀行(長野） 技術の目利きと創業支援力養成 土井

8月8日 協会 企業再生コンサルティングの進め方 真部

8月6日 信用金庫(岐阜） 再生実例ロールプレー研修 河合

7月15日 信用金庫(北海道） 建設業の経営改善の手法と実例 真部

7月7日 協会 企業再生支援と専門知識 真部

6月18日 協会(岐阜) 再生実例ロールプレー研修 河合

6月10日 企業再生支援研修 真部

6月9日 再生実例ロールプレー研修 河合

6月9日 経営相談、経営支援の具体的手法 吉岡

6月8日 事業運営の仕組みの把握と企業力評価の実際 宮崎

6月4日 銀行(愛媛) 旅館・ホテル業 真部・小林

6月2日 協会 企業再生支援と専門知識 真部

5月24日 協会(北海道) 業務リストラの手法と進め方、再建計画書作成の実務と実行サポート 真部

5月19日 協会 企業再生支援と専門知識 真部

5月18日 再生支援業務の進め方 真部

5月17日 キャッシュフロー管理経営の進め方 三好

5月16日 企業再生手法の概要 河合

協会(岐阜)

協会

協会(兵庫）
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4月9日 銀行(山形) ＪＣＦＯスクーリング 河合

3月5日 銀行(東京) 融資アナリスト講座 土井

2月8日 信用金庫(滋賀) 事業承継成功術 真部

2月5日 銀行(東京) 融資アナリスト講座 土井
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2004年2004年2004年2004年

日付 金融機関 テーマ 講師

12月18日 銀行(青森) ＪＣＦＯスクーリング 河合

12月4日 銀行(愛媛) 建設業の再生について 真部

11月20日 銀行(東京) 技術の目利き力と創業企業支援力養成セミナー 土井

11月13日 銀行(岩手) ＪＣＦＯスクーリング 河合

11月13日 銀行(東京) 経営改善型自主再建の進め方 真部

11月12日 金融公庫 財務デューデリジェンスの手法について 春田

11月10日 信用金庫(鹿児島) 企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部、吉岡

11月3日 信用金庫(東京) 経営支援セミナー 真部

10月28日 信用金庫(北海道) 再生支援業務の進め方 真部

10月20日～22日 協会(大阪) 再生支援業務の進め方 真部、三好、河合

10月19日～21日 協会 再生支援業務の進め方 真部、三好、河合

10月16日 信用金庫(広島) 企業再生支援講座 真部

10月11日～12月26日　計4回 銀行(静岡) 業界動向の見方と再生支援のポイント 吉岡、真部

10月8日、10月22日 信用金庫(静岡) 経営改革計画書の作成とその実行サポート 吉岡、真部

10月2日 銀行(茨城) ランクアップのための経営改善支援セミナー 真部

9/18・9/19 金融公庫 経営改善計画 宮崎

9月13日～12月8日　計12回 信用金庫(東京) 事業再生研修 真部、吉岡、三好、河合、真部

9月18日 信用金庫(新潟) キャッシュフロー管理経営手法 三好

9月7日 銀行(鳥取) 企業取引の支援サポートの手法・事例 真部

9月4日 信用金庫(東京） 経営改善支援セミナー 真部

9月1日 銀行(東京） 技術の目利き力と創業企業の経営支援力向上のためのセミナー 土井

8月21日～12月11日　計4回 銀行(静岡) 業界別研修 宮崎、真部、三好、河合

8月21日 銀行（４行合同　新潟） 融資アナリストスクーリング 土井

8月7日 銀行(石川) 経営改善計画の作成方法と実行サポートの基礎知識 吉岡

8月5日 協会 信用組合の企業再生支援のあり方 真部

7月31日 信用金庫(愛知） 企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部

7月31日 銀行(長野） 融資アナリストスクーリング 三好・土井

7月31日 信用金庫(東京) 経営改善支援セミナー 吉岡

7月15日 信用金庫(滋賀） 戦略的な事業承継とは 真部

7月10日 銀行(京都) 再建計画書作成の実務と実行サポート 吉岡

7月10日 銀行(愛媛） 企業再建コンサルティングの進め方 真部

7月3日～11月27日　計5回 信用金庫(岐阜) 業界別研修 真部、加藤、宮崎、吉岡

6月17日、18日 協会(岐阜) 再生支援事例研究 河合、真部

6月12日 銀行(東京) ランクアップの為の経営改善セミナー経営改善型自主再建のすすめ方 真部

6月10日 銀行(静岡) 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄ 吉岡

6月7日～9日 信用金庫(北海道) 業務リストラの手法と進め方、再建計画書作成の実務と実行サポート 吉岡、真部

6月5日 銀行(京都) 企業再建コンサルティングの進め方 真部

5月27日 協会 目利き力養成（本部編） 宮崎

5月22日 信用金庫(岐阜） 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄ 吉岡

5月20日 協会 再生支援手法の概要と支援の進め方・留意点 真部

5月19日 協会 再生可能性の見極め方、経営改善計画の作成方法とその実行ｻﾎﾟｰﾄ 吉岡

5月15日 信金(合同　静岡） 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄ 吉岡

5月29日 信用金庫(埼玉) キャッシュフロー管理経営手法 宮崎

5月11日、12日 協会(兵庫) 中小企業再生講座 河合・三好・真部

4月24日、5月22日 信用金庫(岐阜） 経営改革計画の作成方法と実行サポート 吉岡、真部

4月20日 協会 目利き力養成（営業店編） 宮崎

4月17日 銀行(岩手) ＪＣＦＯスクーリング 河合

3月27日 銀行(静岡) 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄ 吉岡

3月20日 銀行(三重) 経営改善型自主再生の理論と手法（仮） 河合

3月13日 信用金庫(東京) 目利き力養成 宮崎

3月4日 協会 目利き力養成講座 宮崎

3月3日～7月12日　計11回 信用金庫(東京) 事業再生研修（具体的な再生の実践と実例） 真部、吉岡、三好、宮崎、川合

2月28日、3月14日、20日 信用金庫(埼玉) 目利き研修 宮崎

2月22日 信用金庫(北海道) 企業再生支援の進め方 真部

2月28日 銀行(岐阜) 事業再構築の手法とその実例 河合

2月7日 銀行(島根) 中小企業事業再生セミナー 宮崎・真部

1月23日 信用金庫(滋賀) 経営革新の指針 真部

1月21日 協会 企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部

1月17・31日 信用金庫(静岡） 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

1月17日 信用金庫(大阪) 企業再生支援の進め方 真部
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2003年2003年2003年2003年

日付 金融機関 テーマ 講師

企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部

経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部

経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

11月20日 企業再生手法の概要 河合

11月21日 再生支援業務の進め方・留意点 真部

11月1日 銀行（大阪） 企業再編ルールと手法 河合

10月19日 銀行（大阪） キャッシュフロー管理経営の基礎知識 三好

9月27・28日 信用金庫（新潟） 企業再生支援セミナー 真部・吉岡

経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部

9月19・20日 銀行（岐阜） 企業再生支援セミナー 真部・河合

9月6日 銀行（岐阜） 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

8月30日 銀行（岐阜） 融資先の再建可能性の見極め 宮崎

8月7日 協会 信用組合の企業再生支援のあり方 真部

8月5・6日 銀行（岐阜） 企業再生支援セミナー 真部・河合

8月2日 銀行（岐阜） 事業再構築の手法とその実例 真部

7月26日 銀行（岩手） 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 宮崎

7月26日 銀行 企業再編ルールと手法 池亀

7月26日 銀行（岐阜） キャッシュフロー管理経営の手法と実務的応用 三好

7月23日、24日 協会 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡、真部

7月19日 銀行 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 宮崎

7月18日 協会 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 宮崎

7月11日 金融公庫 経営改革計画の作成方法と実行ｻﾎﾟｰﾄの基礎知識 吉岡

6月17日、18日、7月9日 金庫協会 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 宮崎、吉岡、真部

6月13日、14日 銀行（岐阜） 企業再生支援セミナー 真部

6月5日、6日 信用金庫（北海道） 企業再生支援手法の概要と再生支援業務の進め方・留意点 真部、宮崎

6月1日、8日 信用金庫（東京） 再生支援業務の進め方・留意点と具体的手法 真部、河合

5月7・8日 協会 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 島田、吉岡、真部

4月19日 銀行 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 島田、真部

3月15日 銀行 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 島田

3月10日 協会 企業再生支援セミナー 真部

3月9日 銀行（静岡） 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 島田

2月8日 銀行（岐阜） 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 島田

2002年2002年2002年2002年

日付 金融機関 テーマ 講師

11月6日 銀行（東京） 企業再生支援に対する支店長の取組・意識付け 島田・真部

11月26・27日

協会

12月9・10日

9月24・25日

協会

協会

協会
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2014年2014年2014年2014年

日付 主催者 テーマ 講師

10月27日 東京司法書士会 　企業法務研修会 飯塚

9月29日 稲敷地区法人会 　事業承継セミナー 真部

9月25日 奈良県部落解放企業連合会 　事業承継について 真部

7月17日 三井住友海上火災保険（株） 　企業再生手法とその実例 宮崎

6月24日～26日 ＴＫＣ東北会 　６月度生涯研修 真部、寺岡

6月16日 三井住友海上火災保険（株） 　事業計画策定と補助金活用のポイント 染谷

6月2日 三井住友海上火災保険（株） 　失敗企業と成功企業の分岐点 岩本

1月27日 南九州税理士会 　税理士による中小企業経営支援の実務について 寺岡

1月23日 東京司法書士会 　企業法務研修会 飯塚

2013年2013年2013年2013年

日付 主催者 テーマ 講師

11月13日 黒岩会計事務所 会計で会社を強くする 真部

9月3日 アセットパートナーズ東北 事業永続化の秘訣と民事信託の可能性 真部・飯塚

8月5日 印刷出版研究所 金融円滑化法後の事業承継と出口戦略 真部・岩本

7月26日 ㈱ＭＡＰ経営 破綻懸念先企業を再生支援する手法徹底公開セミナー 鈴木

3月12日 神奈川県司法書士会 　企業法務研修会 飯塚

2月16日 MMRG中四国会 金融円滑化法後の事業承継と出口戦略 真部・岩本

1月16日 IG経営塾 金融円滑化法終了の影響とその対応 真部

2012年2012年2012年2012年

日付 主催者 テーマ 講師

11月27日 法政大学経営革新フォーラム 平成の再建王が語る企業再建のコツ 佐橋

11月22日 新経営ｻｰﾋﾞｽ 金融円滑化法後の事業承継と出口戦略 真部

11月19日 第一経営相談所 金融円滑化法後の事業承継と出口戦略 真部

10月11日 法律・税金・経営を学ぶ会 民事信託を極める 河合

9月11日 新潟不動産コンサルタント 不動産コンサルセミナー 真部

7月2日 新経営サービス清水税理士法人 円滑化法終了の影響と金融機関の対応 真部・重岡

3月21日 法律・税金・経営を学ぶ会 資産承継・事業承継対策としての民事信託の可能性 飯塚

2011年2011年2011年2011年

日付 主催者 テーマ 講師

12月21日 アドック神戸 買い手にとってのＭ＆Ａ 真部

11月1日 CRC・福井合同会計 勉強会 事業再生コンサルティングの概要と事例 真部・今井・村田

10月5日 コラボ産学官千葉支部 災害時などの事業継続計画（BCP)とは？ 宝徳

8月4日 天口会計事務所　㈱アルファ・コム これからの経営と対策 真部

6月21日 南九州税理士会　鹿児島県連合会 税理士が顧問先を守るために「中小企業の資金繰り改善！５つのポイント」 鈴木

6月8日 事業再生研究会 企業再生の要諦および事例紹介 真部

3月17日 TKC京都 実抜計画策定の実務 真部・北川

2010年2010年2010年2010年

日付 主催者 テーマ 講師

12月15日 隈部会計 実抜計画策定の実務 真部・岡部

12月3日 TKC福岡支部 実抜計画策定の実務 鈴木・岡部

12月15日 隈部会計 実抜計画策定の実務 鈴木・岡部

11月10日～12日 TKC東北会 経営改善及び企業再生のポイント 真部・国分

11月8日 法律・税金・経営を学ぶ会 賃貸経営の経営改善の手法公開 真部

10月20日～22日 TKC東北会 経営改善及び企業再生のポイント 真部・国分

10月15日 TKC大分支部 経営改善及び企業再建のポイント 真部

10月13日 ＣＲＣ隈部税理士きずなクラブ 実抜計画セミナー 真部

10月12日 綜合ユニコム株式会社 不動産業の[再生計画]作成実務講座 真部

9月8日 コラボ産学官千葉支部 事業承継 岩本

8月25日 ㈱エッサム これなら銀行も納得！事業(実抜)計画策定ノウハウ 鈴木(隆)

6月11日 高木社会保険労務士事務所 事業再生 岩本

6月11日 法律・税金・経営を学ぶ会 金融機関と上手に付き合う方法 鈴木(隆)

5月25日 農経新聞社 成果流通業者としての事業承継の心構え 真部

5月18日 南九州税理士会鹿児島連合会 関与先企業の経営改善および企業再建のポイント 真部

5月15日 公的機関 中小企業再生支援の現場から 古木

5月12日 ㈱エッサム 顧問先を資金繰りから守れ！こうすれば銀行は融資する！！ 鈴木（隆）

4月16日 とようけ経営 不況下における金融機関と上手なつき合い方 大泉・真部

4月12日 税理士法人平川会計パートナーズ 元気が出る経営改革と経営者の役割 真部

4月9日 税理士法人　絆　隈部会計事務所 企業再建事例大解説！～具体的手法と実務～ 真部

4月2日 北陸税理士会 企業再建 真部・村田

2月3日 ㈱エッサム 戦略的経費削減と事業再構築 岩本

2月1日 綜合ユニコム株式会社 [再生計画] [経営改革] の立て方 真部

その他その他その他その他
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2009年2009年2009年2009年

日付 主催者 テーマ 講師

12月9日 TKC宮崎支部 企業再生 岡部

11月18日 徳留・岩永会計事務所 不況下における金融機関との上手な付き合い方 真部

10月27日 TKC熊本支部 企業承継の考え方と実務 真部

10月23日 とようけ経営 金融機関との上手なつき合い方 真部

10月5日 九州北部税理士会福岡支部 事業承継・企業再生における『民事信託』の戦略的活用 真部

9月29日 協同組合DDK 事業承継の課題整理と考え方 真部・岩本

7月15日 物流ニッポン新聞社 銀行との上手な付き合い方 鈴木（隆）

7月15日 朝日生命保険相互会社 事業承継セミナー 真部

6月18日 ㈱データ・マックス 事業承継の選択肢と承継診断セミナー 真部

6月5日 株式会社MAP経営 不況下における銀行融資の上手な引き出し方 鈴木（隆）

5月27日 全国賃貸住宅新聞社 家主業承継の考え方と争続リスクへの切り札「民事信託」 真部

5月26日 ＩＧ経営塾 不況下における金融機関との上手な付き合い方 真部

5月21日 朝日生命保険相互会社 銀行融資に強くなる！銀行格付けアップ法セミナーのご案内 小林・鈴木（隆）

5月13日 ㈱エッサム 顧問先を資金繰りから守れ！銀行から融資を引き出させろ！ 鈴木（隆）

5月13日 ㈱アルマック 中小企業経営改善型自主再建の考え方と実務 河合

4月7日 ＴＫＣ九州会福岡支部 民事信託 須田・岡部

2月19日
  東京海上日動あんしん生命保険㈱新宿中央支社

クリニックの経営改革と相続・承継・資産戦略とは？ 小松・飯塚

2008年2008年2008年2008年

日付 主催者 テーマ 講師

12月8日 綜合ユニコム株式会社 不動産企業［再建］［財務改善］実務手法研究 飯塚

12月1日 朝日生命保険相互会社 事業承継セミナー（ＭＡＰ承継診断ソフトを活用した診断と解説） 小林、真部、岩本

11月25日 ㈱週刊住宅新聞社 不動産業不況の経営改革とその具体的手法 真部

10月22日 ㈱ビル経営研究所 不動産ソリューションフェア 鈴木、岩本

10月21日

6月13日 千葉県洋らん生産者組合 経営者の心得 安藤

6月12日 ㈱銀行研修社 中小企業経営アドバイス 河合

6月13日

5月28日 ㈱銀行研修社 税理士のための中小企業の再生方法 宮崎

5月9日 アクサ生命 決算書の上手な読み方 鈴木

4月4日 ㈱データマックス 中小企業価値評価と企業承継診断 真部、河合

4月3日 ＴＫＣ九州会福岡支部 企業承継の考え方と実務について 真部

4月2日 ㈱ＭＡＰ経営 中小企業が成功する「承継・再建」戦略 真部

3月25日 とようけ経営 会計事務所が取り組む事業承継問題 真部

3月11日 農経新聞社 青果仲卸の事業承継の準備 真部

2月1日
  企業活性化支援センターひろしま有限責任事業組合

企業承継の考え方と実務 真部

1月28日 ㈱MAP経営 １．企業再建の進め方と実例　２．企業承継の考え方と実務 真部

1月9日 法政大学 会社の決算書がよめる、仕事に生かせる講座～会計がわかると日本経済新聞がおもしろくなる 鈴木

2007年2007年2007年2007年

日付 主催者 テーマ 講師

11月28日 ビル経営研究所 不動産ソリューションフェア 真部

11月27日

12月4日 綜合ユニコム㈱ ﾚｼﾞｬｰ＆ｻｰﾋﾞｽ産業ビジネス事業開発セミナー2007 真部

11月20日 綜合ユニコム㈱ 企業承継のための価値判断と実務手法研究セミナー 真部

11月16日 ＢＦＬ経営財務研究所 民事信託の活用法 須田

10月11日 東京装身具具工業協同組合 「事業承継」などに関しての講演 福井

10月4日 ソニー生命保険㈱ 企業承継の重要性 岩本、須田

9月13日 ㈱データマックス 中小企業が成功する承継戦略 河合、真部

8月21日 みのり住建 新しい不動産ビジネス・民事信託の可能性 真部

7月14日 ㈱オフィスジャパン ホール経営における経営承継・資産承継 真部

6月14日 NPO関西事業再生支援センター 事業再生アドバイザー養成講座 真部

6月13日 総合ユニコム㈱ 後継者のための戦略的事業承継の勧め 安藤

6月25日 第一法規 資産承継と民事信託 飯川・大藤

5月24日 IG経営塾 「企業承継対策」は万全ですか 真部

4月10日 あすか倶楽部 企業再建・承継コンサルタント協同組合について 真部

4月10日 アリコジャパン 資産承継について 須田

3月8日 飯塚

2月26日 解決バンク 経営者の心得 安藤

2月8日 アリコジャパン 企業承継概論 安藤

2月7日 芳志会 事業再編、企業承継の実践的手法 真部
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2006年2006年2006年2006年

日付 主催者 テーマ 講師

12月5日 全国賃貸住宅新聞社 不動産会社のための上手な会社の継ぎ方、継がせ方 真部

11月27日 データマックス 事業永続化の秘訣 真部

11月17日 徳留・岩永会計事務所 夢を語る会 真部

11月21日 総合ユニコム㈱ Ｍ＆Ａによる企業価値向上と事業再生事例 真部

6月21日 総合ユニコム㈱ 中小・オーナー企業のための「新会社法と事業承継」講座 河合・安藤

2月8日 若山経営(青森） 小売･飲食業に未来はあるのか？ 宮崎

1月11日 若山経営 小売･飲食業に未来はあるのか？ 宮崎

2005年2005年2005年2005年

日付 主催者 テーマ 講師

8月26日 若山経営 ～旅館・ホテル業～ 経営改善の手法と実例 小林

6月16日 若山経営 建設業 真部

6月7日 アイジーブレーン 企業再生 真部

3月7日 セントラル加工 会社の発展と衰退の分かれ道 河合

2月9日 日本ペストコントロール協会 再建事例 真部

2月3日

2004年2004年2004年2004年

日付 主催者 テーマ 講師

11月12日 関東塗料工業事業組合 業績回復する企業と衰退する企業の分かれ道は何か 真部

11月11日 ㈱綜合ユニコム 中堅・中小企業の再生手法と再建事例 真部

10月26日 21世紀中小企業振興ネット 中小企業再生をめぐる全体動向 真部

10月20日 若山経営 公的資金及び民間資金の戦略的活用法 澤村

9月1日 東京起業塾 創業時におけるキャッシュフロー経営の意義と基礎知識 宮崎

7月13日 住宅新報社 中小企業再生の現場より 真部

7月7日 栃木県日経懇話会 リストラで会社は必ず蘇る 真部

7月3日 ＳＣＰ 企業再建コンサルティングの進め方 真部

4月26日 東京織物卸商業組合 事業再構築の手法 河合

4月16日 戦略的経費削減計画の進め方 吉岡

3月8日 東京織物卸商業組合 経営の現状認識とその対応 真部

3月13日 企業再生やまぐち協同組合 支援対象企業の分析視点と再生可能性の見極め方 真部

4月8日 ブレインネット 企業再建コンサルティングの進め方 真部

3月19日 （株）綜合ユニコム 中小・オーナー企業の再生手法と再建事例 真部

2月25日 松井総合経営事務所 リストラで会社は必ず蘇る！～経営を変える3つのリストラ～ 真部

2月4日 浅沼経営センター 企業再生支援のポイント 真部

2003年2003年2003年2003年

日付 主催者 テーマ 講師

10月19日 JCFO静岡 取引先の再建可能性の見極め方と事業再構築の事例研究 吉岡

9月17日 金融ﾌｧｸｼﾐﾘ新聞社 経営再建事例にみる中小企業再生支援の実務と具体策研究 真部

7月16日 栃木県産業振興センター 事業再構築への道 真部

6月21日 JCFO名古屋 取引先の再建可能性の見極め方と事業再構築の事例研究 吉岡

6月14日 JCFO名古屋 企業再編ルール/キャッシュフロー計画 河合・三好

6月11日 第一生命 金融機関から見た会社の評価 真部

5月23日 第一生命 金融機関から見た会社の評価 真部

5月14日 ㈱綜合ﾕﾆｺﾑ 経営再建事例にみる｢企業再生」手法と具体策研究 真部・安田

4月1日 日本ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ 金融機関からみた企業評価と再建計画書作成のポイント 島田

3月25日 ㈱金融財務研究会 中小企業再生支援の実務 真部

3月14日 九宅協 不況下における資産戦略 真部

2月24日 ㈱綜合ﾕﾆｺﾑ 財務リストラによる｢企業再生｣支援の実務 真部

2月19日 LBA 金融機関から見た企業再建コンサルの進め方 島田

1月22日 ㈱綜合ﾕﾆｺﾑ 資産リストラと事業再編手法による｢企業再生」実務研究 真部・池亀

2002年2002年2002年2002年

日付 主催者 テーマ 講師

11月21日 くまもと経済 企業再生への成功戦略 真部・河合・三好・島田
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